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大震災から 2 年

産業復興に支援の輪
■福島県の医療機器産業集積に向けて
■ IT 人材育成・起業支援による被災地の雇用創出
■持続的鉄供給材を活用した三陸カキ養殖漁場の復興
■仙台市における藻類バイオマスプロジェクト
■みやぎ復興パークによる復旧・復興の支援
■ IT 技術を活用した被災地域の産業復興支援
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言
■歴史的使命を果たす

菊地
きくち

臣一

しんいち

福島県立医科大学

理事長 兼 学長

東日本大震災から 2 年が経過した。依然として福島県では東京電力福島第一原子力発電所事
故に起因する放射性物質による環境汚染や風評被害が、本県の安全と安心を根底から揺るがす
ものとなっている。これはゼロにリセットということにはならず、マイナスからの再スタート
だが、まだエンドポイントが見えない。
原発事故直後、福島県大熊町にあったオフサイトセンター（緊急事態応急対策拠点施設）は
担うべき役割を果たせなくなり、福島市に移転した。放射線の被ばく医療では、2 次被ばく医療
機関の本学（附属病院）が、1 次被ばく医療機関（初期・救急診療）の役割も――さらに、高度
専門的な診療を実践する 3 次被ばく医療機関の役割の大部分も――担わざるを得なかった。
地震、
津波の被災者を含め検査、治療は質、量ともに想定外、しかも１週間水道の水が出ないという
過酷な状況下、教職員は踏みとどまり、頑張ってくれた。
得られた教訓はたくさんあるが、ここでは 2 点指摘したい。
まず、情報の共有と窓口の一本化と、それを背景としたトップダウンによる迅速な意思決定
の必要性である。本学は、原発事故発生直後から医学部長をトップとするチームを県に送り、
県の対策本部と表裏一体で動いたため指揮命令系統と情報の流れを一元化することができた。
本学は医師不足、偏在問題に対する解決策として、過去 9 年間に 100 人以上の教員ポストを県
から提供してもらい、県内の医師のいない地域に週 1 回程度派遣している。これは福島方式と
呼ばれる。こうしたこともあり、本学と県は日ごろから十分な意思疎通が図れており、初期・
救急医療の“最後の砦”となった本学がその役割を果たせたのには、県立大学であったことが
幸いした。
大学のなかでは情報は共有したものの、私がトップダウンでものごとを決めていった。リー
ダーシップを発揮すると波風は立つが、混乱の中では、優先順位をつけ、
「衆議独裁」で迅速に
手を打たないと事態の収拾ができない。
いまひとつは、原子力発電に関するリスクコミュニケーションの大切さである。わが国は、
この対応が全くできていなかった。
「安心」と「安全」が峻別できなければ混乱を来す。
「安全」
は科学の領域のことで、
「安心」は心とコストの問題である。放射性物質も怖いが、もっと怖い
のは無知、無関心と偏見である、と専門家から聞いた。科学の力で風評と戦わなければならない。
リスクコミュニケーションができる人材の育成は喫緊の課題である。
本学に課せられた歴史的使命は、将来にわたり福島県民に寄り添い、県民の心と体の健康を
見守り、福島県民の医療の砦となることであり、世代を継いで、原発災害を医学・医療の両面
から科学的に検証し、世界に向けて情報を発信することである。そうすることによって次の世
代を守り、日本、そして人類の将来に貢献できると考えている。
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産業復興に支援の輪

福島県の医療機器産業集積に向けて
福島県では過去十数年、産学官が連携して医療機器関連産業の集積に向けて勢力的
に取り組んできた。政策面では、2001年策定の新長期総合計画
「うつくしま21」
に、
こ
の分野に重点的に取り組むことが盛り込まれた。2005年からは企業の育成を目指し
て、県の単独事業
「うつくしま次世代医療産業集積プロジェクト」
がスタート。2009年
6月には
「ふくしま次世代医療産業集積クラスター」
として経済産業省から地域中核産
学官連携拠点の指定を受けた。
この間、医療機器の開発とその事業化を目指す産学官連携プロジェクトとして、文部
科学省
「都市エリア産学官連携促進事業
（一般型）
（
」2002～2004年度）
、
「同
（発展
型）
（
」2006～2008年度）
、さらに同省
「地域イノベーションクラスタープログラム
（グ
ローバル型）
（
」2010～2012年度）
に取り組んできた。
こうした大学等の研究者と企業による共同研究開発は着実に成果を生んだ。開発さ
れた部品、機器の取引先を広げ、企業を育成する目的で、2005年度から毎年、医療機
器の設計・製造技術展示会
「メディカルクリエーションふくしま」
を開催している＊１。
上述産学官連携プロジェクトのリーダー
（事業統括）
で、展示会
「メディカルクリエー
ションふくしま」
の実行委員長を務めた福井邦顕氏
（日本全薬工業株式会社代表取締
役会長）
に躍進する同県医療機器産業の現状と課題について聞いた。

（聞き手・本文構成：登坂和洋）

福井

ふくい

邦顕

くにあき

日本全薬工業株式会社
代表取締役会長

＊ 1
仲井康通．
“福島県における医療
機器関連産業の集積”
．産学官連
携ジャーナル．
http://sangakukan.jp/journal/
journal_contents/2012/02/
articles/1202-02-4/1202-02-4_
article.html，
（accessed2013-02-20）

■コーディネーターの活躍
― 「都市エリア」など福島県で推進されてきた産学官連携プロジェクトは、県単独の施策
と相まって大きな成果を挙げています。初期から関わった福井会長や、日本大学工学
部（福島県郡山市）の尾股定夫教授、事業化担当のジョンソン・エンド・ジョンソン
須賀川事業所長の小林利彰氏らが、“プロジェクトの目的は研究成果を事業化し、企業
を育てること”という目的を共有し、進捗状況をきちんと管理したため、と聞いてい
ます＊２。

＊ 2
尾股定夫．“わが国における医療
機器のデバイスラグと福島モデ
ル”
．産学官連携ジャーナル．
http://sangakukan.jp/journal/
journal_contents/2010/06/
articles/1006-04-6/1006-04-6_
article.html，
（accessed2013-02-20）

一連のプロジェクトの主要メンバーはあまり変わらないで今日に至っていま

福井

す。メンバーがたまたま連携しやすい人柄ということもあり、一緒にやりましょう
という雰囲気です。最初の都市エリアの事業では、毎月ヒアリングを行い、2 ～ 3
カ月ごとに事業化を進めるための会議を開きました。他県の産学官連携プロジェ
クトと比較したことはありませんが、われわれは「企業が事業化につなげるための
研究成果をきちんと出しているのか」
「ビジネスになるのか」
「どうすれば製品に
なるか」
「売れるのか」といったことをひたすら議論しました。
また、技術、ビジネス両面のコーディネーターが優秀で、ここまでやってこら
れました。研究開発を実用化する段階になると、コーディネーターが大学と産業
界をどうつなぎ、企業と企業の連携をどう進めるかがカギになります。毎年ドイ
ツで開催される世界最大の医療機器展示会「メディカ」に福島の企業や大学が出
4
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展していますが、それをつなぐのもコーディネーターの役割です。2012 年のメ
ディカには 8 社が出展し、海外の医療機器メーカーとの契約にも至っています。
内視鏡に活用できる、
福島大学の髙橋隆行先生（副学長）の最新アクチュエーター
の技術が注目されました。

―

＊ 3
髙橋隆行．
“最新アクチュエーター
技術の医療用への応用を探る”．
産学官連携ジャーナル．
http://sangakukan.jp/journal/
journal_contents/2012/02/
articles/1202-02-2/1202-02-2_
article.html，
（accessed2013-02-20）

ゼロバックラッシュ（がたの無い）
・小型・高出力・精密なアクチュエーターですね。
小誌の 2012 年 2 月号で髙橋先生のインタビュー記事を掲載しています＊３。開発して
いるのは直径数ミリから 10 ミリ以下の伝動機構。1 から 10 ミリの大きさのメカトロ
ニクス機器は、ゼロバックラッシュ空白の領域と伺いました。

ようやく 8 ミリのところまできたんですが、最終ゴールは 5 ミリだそう

福井

です。こういう技術が内視鏡で使われるようになるとは想像されていなかったよ
うで、メディカでは大きなインパクトを与えたようです。

■成功した「メディカルクリエーションふくしま」
―

福島県内で開催している展示商談会「メディカルクリエーションふくしま」は昨年、
8 回目を迎えました。
＊ 4

他の施策とも連動していますが、この「メディカルクリエーションふくし

福井

ま」が一番成功していると、私は思っています。1 回目は 50 社程度の出展企業
でしたが、昨年 11 月 28 ～ 29 日に開催された第 8 回は 200 社を超えました。

特別講演（「福島県が目指す国内
初の医療機器産業拠点化構想につ
いて」
）
、異業種から医療機器へ参
入した成功例の紹介、薬事法セミ
ナーなどもあった。

しかも、その 62％が県外企業です。医療機器の最終製品メーカーも 30 社以上
出ています。そうした医療機器メーカーと県内の部品メーカーの商談も進むよう
になりました。
「メディカルクリエーションふくしま」は展示会と最新技術セミ
ナーの 2 部構成ですが、昨年のセミナーでは「米国医療機器・IVD セミナー」
「韓
国医療機器セミナー」＊４を開催しました。米国関係では、成功したベンチャー
企業経営者の話や、医療機器開発の最前線で活躍されている研究者の日本企業へ
の提言などです。また、韓国江原発展研究院の研究者に日韓共同開発について講
演していただきました。米国、ドイツ、韓国の医療機器関係者と交流することが
できました。この展示会が国内で認知され、海外からも注目されるようになった
ということでしょう。

■医大の県の出先がゲートオフィス
―

産学官連携による研究開発を後押しする狙いで、福島県庁は 2010 年 4 月、福島県立
医科大学の中に「ふくしま医療―産業リエゾン推進室」を設置しました。開発した医
療機器の治験を促進するのが大きな狙いのようですが。
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県がこの出先機関を「ゲートオフィス」にし、しかも医大に設置したとい

福井

うのは英断でした。産学官連携プロジェクトが医大の臨床現場と一体になること
で、治験が進むし、医療現場の情報を産業界に伝えられます。ゲートオフィスを
医大に置いたメリットが、今、発揮されていると思います。
＊ 5

―

福島県の医療機器産業振興にとって課題は何ですか。

この分野で福島県の存在感が増しているわけですが、全国を見渡すとライ

福井

バルとなる地域は幾つかありますので、独自性のあるテーマに取り組む必要があ

澁谷直樹．“福島県檜枝岐村にお
ける「福島医療ケアサービス都
市」の実証実験と NTT 東日本の
役割”
．産学官連携ジャーナル．
http://sangakukan.jp/journal/
journal_contents/2012/07/
articles/1207-03/1207-03_article.
html，（accessed2013-02-20）

るでしょう。イノベーションプログラムでも採用されていますが、遠隔医療はそ
の 1 つでしょうか。南会津の檜枝岐村を舞台に、県立医大と会津若松の中核病
院をつなぐネットワークを構築し、実証実験を進めています。

―

NTT 東日本も参加している実証実験ですね。小誌の 2012 年 7 月号で紹介しています＊５。

福井

情報を双方向でやり取りできるようになり、ファーストステージは完成し

ました。今後は、災害時または在宅医療で使えるようなコンパクトな医療機器の
開発を進めるとともに、情報システムと医療機器を連動させる必要があります。

―

昨年 7 月に閣議決定された福島復興再生基本方針では、医療関連産業を集積し、拠点
形成を目指すことが明記されています。また、県は、政府の経済対策を活用して整備
する「医療機器開発・安全性評価センター（仮称）」を郡山市の県農業試験場跡地に建
設することを、昨年 12 月に発表しました。国から整備費 134 億円が交付されます。
このセンターも将来、大きな力になると思います。
本日はありがとうございました。
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IT 人材育成・起業支援による被災地の雇用創出
―自立的復興を支える産学官連携モデル―

コミュニティ主体の復興の1つは地域でビジネスを創出し、それが大きく育ち、雇用が
生まれること。こうした理念の下、東日本大震災の津波で被害のあった岩手県大槌町
で、関西大学と大阪市のＩ
Ｔ企業2社が、同町と連携し、
Ｉ
Ｔ人材の育成と起業を支援して
いる。

■すすめ！大槌プロジェクト：SHIP
関西大学は、
被災地の自立的な復興を支援する柱として「雇用の創出」を掲げ、
岩手県上閉伊郡大槌町と共同で「すすめ！大槌プロジェクト」を展開している。
大学が自治体と企業の結び付きをコーディネートし、プロジェクト全体の枠組み
をプロデュースすることで「大槌町内の IT 企業の起業」と「起業を通じた雇用
創出」の 2 つをこの 2 月に実現した。この成果は、プロジェクトが始まったば

与謝野
よさの

有紀

ありのり

関西大学 社会学部 社会
システムデザイン専攻
教授、社会的信頼システ
ム創生センター長

かりの段階の小さなものだが、大学全体として、大きな夢、すなわち、若者の定
着・流入と文化の復興・展開の実現へと力を傾注している。
この IT 関連の雇用創出プログラムの名は、SHIP：Sledge Hammer Inspiration
Project。 Sledge Hammer は、
「大槌、大鎚」を意味する語だが、
「強力、圧倒的な」
という意味も持っている。Inspiration の語は「新鮮なひらめき」
「士気」
「創造
的思考や仕事の産物」を意味するものとしてここでは利用しており、新規産業と
しての IT 分野で、大槌地域が力強く、創造的な復興を遂げてほしいとの期待が
込められている。また、
「ひょっこりひょうたん島」のモデルとなった島は大槌
湾内にあるが、かつて NHK 総合テレビの人形劇のテーマ曲に出てくる「すすめ」
にちなみ、邦語では「すすめ！大槌プロジェクト」と称している。幸いにも、プ
ロジェクトはこの名を裏切らない船出を遂げることができた。今後の本格的展開
のために、われわれの研究成果を利用し、大学が被災地支援のハブとして一層の
機能を果たせるよう、現在、企図している。

■被災地を IT のニア・ショア開発の地に
このプロジェクトは、2011 年、関西大学の「東日本大震災からの復興に関す
る研究」助成を受けてスタートした。社会学、開発学、建築学の学際チームによ
る「被災地のコミュニティの再生」をテーマにしたこのプロジェクトは、被災各
地の課題把握のフィールドワークから始まった。このフィールドワークから明ら
かになったことは、
「人々の孤立状況を回避し、コミュニティを復興するための
要件は雇用の確保である」ということであった。このプロジェクトは、2012 年
度以降も関西大学・社会的信頼システム創生センターのメンバーを中心に展開さ
れ、信頼創生をめぐる学問的知見が被災地の雇用創出に対してどのように適用で
きるかが検討課題となった。自治体、企業、NPO への聞き取りを繰り返しなが
7
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ら「どのエージェントを結び付ければこの課題にアプローチできるのか」につい
て試行錯誤があったのだが、
この状況をブレークスルーできたのは、
スマートフォ
ンプログラム開発企業（株式会社アーティフィス）の次の言葉をきっかけとして
であった。
「インド、中国からの技術者の紹介を他企業から要請されているのですが、被
災地の人材を生かせませんか？」
3.11 の被災地、特に沿岸地域は、高い可能性を持つ人的資源を豊富に抱えな
がらも、震災以前より雇用の受け皿が減少したことが問題となっていた。ソフト
ウエアなどの開発業務を海外に委託することをオフ・ショアというが、
「オフ・ショ
ア開発からニア・ショア（比較的距離の近い遠隔地の事業所に委託）開発へ」と
いう流れが昨今見え始めている。
被災地の豊富な潜在資源に訓練を施すことで
「被
災地を IT ニア・ショア開発の拠点にできるのではないか？」という夢は、前述
の IT 企業代表の言葉とともに初めて芽吹いたと言える。被災した沿岸地域の地
理的条件は、新規産業の興隆の重石となっていたが、IT ニア・ショア開発地と
してはこの地理的条件はほとんど障害とならない。逆に、経済コストばかりでな
くコミュニケーション・コストまでを考慮すれば、海外との競争力が十分にある
とわれわれは判断した。

■行政・企業・人を結び付ける信頼のハブ＝大学
株式会社アーティフィス、アプリル株式会社という 2 つの
企業が CSR（企業の社会的責任）の一環として無償での IT 訓
練の負担を申し出てくださり、それを受けて大学は 2012 年か
ら復興プランと地域とのマッチングに向けて活動を開始した。
「地域外の企業の誘致ではなく、地域に新規の IT 企業を創生
したい」という提案に対し、もっとも鋭敏な反応を示したのが
大槌町であり、2012 年春から被災者支援室を中心に具体的な
調整が急ピッチで進んでいった。また、同年 7 月には、学長
が現地を訪問し、震災からの復興支援を中心とする連携協定
が町と関西大学の間で締結され、この協定の基礎の上に前述 2
社のコンテンツが乗ることで SHIP はスタートした。

写真１

研修の様子

写真２

App Store でリリースされた電子書籍『インディアンの森』

第 1 期の研修員は U ターン 2 名を含む 5 名。町の公民館を
利用し、大学が用意した機材を利用しながら、プログラミング
に関しては企業の提供する e- ラーニングキットと Skype での
指導、また、起業については企業代表が毎月約 1 週間滞在し
て直接指導する形で研修が進展した（写真１）
。研修スタート
からちょうど 5 カ月後の本年 1 月 21 日、研修生の作製した電
子書籍『インディアンの森』
（写真２）が App Store でリリー
スされ、研修成果を具体的に世に出すことができた。
また、このソフトの作製に関わった就業希望者 2 名につい
ては、参画した IT 企業の客観的な適性判断のもと、SHIP の
支援で起業された地元企業である社団法人 KAI OTSUCHI で
8
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本年から常勤雇用されることとなった。また、先の電子書籍は、絵本作家が自ら
のコンテンツを無償提供して制作が可能となったもので、この橋渡しを大学が仲
介した。自治体、企業から個人に至るまで、さまざまなエージェントの持つ資源
を大学がハブとなってつなぐことで SHIP は雇用問題に取り組んでいる。

■ SHIP の今後
このプロジェクトの船出は、
まだ岸をほんの少し離れたばかりのところにある。
本年 5 月以降に非常勤職員の雇用を 5 名増員し、KAI OTSUCHI の助力で人材
育成事業を充実していくこととしている。また、KAI OTSUCHI の受注活動も
進んでいるが、中期的には、2014 年度末までに、20 名の雇用と 1 億円の売り
上げのある企業を地域で実現することを目標にしている。
小さな一歩ではあるが、
この取り組みが核となり若年層が定着、流入するような地域の創造をわれわれは
目指している。また、
高校生や中学生まで拡大した人材育成も視野に入れており、
企業、NPO、自治体などの資源を大学がつなげながら、被災地域が IT ニア・ショ
ア開発拠点となる日の夢を紡いでいる。

9
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大震災から 2 年

産業復興に支援の輪

持続的鉄供給材を活用した
三陸カキ養殖漁場の復興
岩手県の山田湾で、群馬工業高等専門学校と地元の漁協が連携して、カキの新しい
養殖技術の確立に挑戦している。
使用するのは炭素材と鉄材でできた鉄供給材。カキ養殖には、餌となる植物プランク
トンが必要で、その増殖には鉄分が不可欠。海水中に鉄供給材を設置すると、界面電
気化学反応によって鉄イオンが持続的に海中に溶出される。これによりプランクトン
が増殖し、
カキも豊富な餌により成長する――という仕組みだ。

小島

■三陸カキ養殖漁場の被害状況と復興への課題

こじま

三陸海岸は、カキの養殖が盛んである。中でも山田町は、岩手県沿岸中部にあ

昭

あきら

群馬工業高等専門学校
物質工学科 特命教授

り古くからリアス式海岸を利用した養殖・漁業の町として栄えてきた。近年は、
カキ養殖が盛んである。2011 年 3 月 11 日の大津波によって大きな被害を受け
770 名もの尊い生命を失った。津波でカキの生産設備、養殖イカダも、作業用
の船もなくなった。困難な状況に追い込まれた山田町の人たちは、艱難（かんな
ん）辛苦を乗り越え養殖イカダを震災前の半数の約 2,000 台にまで増やしてきた。
山田湾は、
周囲約 30 キロメートルのほぼ円形、
水深は最深部 90 メートルである。
外海と接する湾口部が約 600 メートルと狭く比較的閉鎖的な環境である。水質は
極めて良好だがカキ養殖には貧栄養で、出荷には 3 年を要する。岩手県は、東日
本大震災津波復興計画の復興基本計画で新しい養殖技術の導入に前向きである。

■カキ養殖研究のきっかけ
カキ養殖の研究は、別の目的で新潟県佐渡島から始まった。海なし県、群馬県に
ある群馬工業高等専門学校（群馬高専）と石井商事株式会社（本社＝群馬県高崎市）
は、アオコやアカシオの発生を抑制する技術を、科学技術振興機構（JST）の地域
結集型研究開発プログラムで開発し全国展開している。佐渡島加茂湖のカキ養殖場
で、アカシオが発生しカキが死滅（アカシオの防止にはリン除
去が必要）した時、筆者らは、佐渡島加茂湖漁業協同組合を
訪問し、リン除去技術を紹介し理解していただいた。炭素材と
鉄材とからなる鉄供給材（石井商事社製の「すーぱーぴーとる」
）
80 枚を、カキ養殖用イカダ 1 台につり下げた（2011 年 7 月）
。
設置 1 年後、鉄供給材に多数のカキを確認した（写真１）
。
鉄供給材は、カキの着卵材として作用し稚貝の養殖が可能と
なった。従来の養殖方法のカキよりも、大きく、重いと評価
され、養殖期間の短縮化が可能となった。炭と鉄によって、
カキの成長が促進され、稚貝も自家生産ができる。これら 2
点の発見を契機に、
カキの新しい養殖技術の確立に突入した。
10
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■山田町との交流のきっかけ
群馬高専と石井商事の研究者たちは、佐渡で発見した新技術で、被害を受けた
三陸の復興に貢献したいと思っていた。縁あって山田町のカキ関係者と接点を持
つことができ、三陸やまだ漁業協同組合を訪問し、新しいカキの養殖方法を導入
すれば養殖期間の短縮化と自前の稚貝の確保が可能になると説明した。これに対
し、組合員からはぜひ実施してほしいとの声が上がり、鉄と炭で山田町のカキ養
殖の復興促進に取り組むこととなった。幸いにも JST の復興促進プログラム
（マッ
チング促進）に採択され、研究が加速、体制も強固となった。＊１

＊１
４機関で研究を進めている。
三陸やまだ漁業協同組合／株式
会社ホップス／石井商事株式会
社／群馬工業高等専門学校

■プログラムのポイント
カキ養殖には、餌となる植物プランクトンが必要で、その増殖には鉄分が不可
欠である。
海水中に鉄供給材を設置すると、
界面電気化学反応によってクロロフィ
ルが摂取可能な鉄イオンが持続的に海中に溶出される。これによりプランクトン
が増殖し、カキも豊富な餌により成長する。鉄の供給は自然力のみだ。
夏、カキは産卵する。卵は生物親和性の高い炭素材に付着する性質を持ち、鉄
供給材の外周部にある炭素材に好んで着卵する。着卵材からも鉄分が供給される
ので、カキは順調に成長する。

■実証試験のスタート
実証試験の目的は、①カキの成長速度を高める ②カキ卵の付着率を高める―
ことである。それらを達成するには、安全で耐久性を持ち、安定的・効率的に鉄
分を溶解する鉄供給材の開発が必要である。カキの成長状況を、非設置のイカダ
のカキと比較し、海水中の鉄およびクロロフィル濃度、プランクトン数を測定する。
また、7 ～ 8 月ごろには、カキの産卵が行われるので、鉄
分供給材への着卵状況を調査する。
実証試験は、2012 年 11 月 1 日、11 種類の鉄分供給材
110 枚をカキイカダにつり下げてスタート（写真２）
。1 カ
月後、山田湾で調査を予定していたが、爆弾低気圧の通過に
遭遇し、安全のため撤退。2 カ月半後、再度調査を実施した
ところ、鉄供給材に破損、剥離はない。各材から鉄の溶解を
確認し、海中への鉄分の拡散状況を測定した。鉄分供給材に
は海藻や貝類などが付着していた。カキが成長する春が来る
のを楽しみに毎月 1 回、山田湾で調査を実施する。大きな
夢に胸を膨らませて取り組んでいる。

写真２

山田湾：カキ養殖イカダでの調査

■子どもたちへのエール：小学校での出前授業
新しいカキ養殖実験のスタートに対し、三陸やまだ漁協からは、町民の生活設
計を大きく変える原動力になると、一日も早く技術を確立してほしいとの声が湧
11
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きあがっている。
本プログラム関係者は、新養殖技術の開発以外にも、復興促進に役立つことが
できないか模索していた。群馬高専は、2012 年度、JST の科学技術コミュニケー
ション推進事業に採択され、群馬県山間部の小学生へ出前授業を
行った。この授業を山田町立船越小学校でも実施した。同小学校
は津波で校舎が流失し、現在は仮校舎である。テーマは「サイエ
ンス

マジック

イン

ふなこし」。理科に興味を持ってとの想

いから、不思議で面白い実験等を 10 種類行った（写真３）
。使
用する液体窒素、花、バナナやさまざまな実験機材は、群馬から
持参した。1 年～ 6 年生までの 151 名を 3 回に分けて実施。小
学生たちは、不思議な、驚きのマジック実験に目がテンになり、
「何、これ」「何故、なんで、どうして、次はいつ来るの？」等の
声が飛び出した。子どもたちには「夢の実現に挑戦し、ノーベル
賞を取ってください」とエールを送った。

写真３

山田町立船越小学校での出前授業（理科の授業のヒトこま）

■今後の展開
カキは、
海外でも食材として賞味されている。国内の年間水揚げ量は 20 万トン、
売上高は 1 兆 2 千億円。本プログラムは、カキ養殖業の復興、水産加工業の再
生によって雇用を創出（漁師を廃業し山田町を離れようとする人々の歯止めにな
る）することになるので、町からは大きな期待が寄せられている。
カキ養殖技術は、他の養殖業者、他地域への展開も可能で、経済的波及効果は
大きい。十数年前、
長崎県で実験を行った時、
地元の漁師から厳しく言われた。
「俺
たちの海で使ってよいモノは、木と鉄と炭。それ以外は海を汚す」
。この言葉は、
今でも胸に突き刺さっている。本技術は、炭と鉄だけあればいい。化石燃料など
エネルギーは使用しない。環境汚染もなし。本プログラム研究者たちは、安全・
安心、百年後も効果を発揮する技術の確立を目指している。
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大震災から 2 年

産業復興に支援の輪
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仙台市における
藻類バイオマスプロジェクト
東日本大震災で被災した仙台市の南蒲生浄化センター
（下水処理施設）
を活用し、仙
台市、東北大学、筑波大学の３者が藻類バイオマスプロジェクトを推進している。排水
からエネルギーを生産するシステムの構築を目指す。

今日、石油などの化石燃料は、自動車や航空機などの移動や輸送手段の燃料、
発電所での燃料、あるいはさまざまな工業製品の原料として使われており、現代
社会の維持に不可欠な天然資源である。しかしながら、生産量の減少、発展途上
国での需要の増加に産油国の政情の不安定さも加わり、石油価格は上昇を続けて
いる。さらに、可採石油資源は急激に減少すると予測されており、今後ますます
入手が困難になると見込まれる。また、化石燃料の燃焼により大気中の CO2 濃
度が増加し、地球温暖化・異常気象・海洋の酸性化などの地球環境の悪化が実感

鈴木

すずき

石根

いわね

筑波大学 生命環境系
教授、藻類バイオマス・
エネルギーシステム研究
拠点

される現在、石油を代替できるエネルギー資源の安定的な確保や、地球規模での
環境の改善や維持のため、カーボン・ニュートラルな持続可能エネルギー資源の
確保は急務である。
石油代替エネルギー資源としては、水力・風力・太陽光・太陽熱・地熱・波力・
潮力・原子力などさまざまなエネルギー源が考えられるが、そのほとんどが電力
を生み出すもので、長距離・大規模の移動輸送手段のためのエネルギー密度の高
い燃料や、さまざまな工業製品の原料には利用できず、現在の石油に直接取って
代わることが困難なエネルギー資源である。このような次世代のエネルギー資源
の中で唯一、光合成生物が産生する有機物に由来するバイオマスだけが、石油の
直接の代替物質となりうるポテンシャルを秘めている。現在、最も多量に産出さ
れる中東の石油は、今から約 2 〜１億年前に海洋に生息した藻類が産生したバ
イオマスが、海底に堆積し、長い時間を経て改質されて石油になったと考えられ
ていることや、石炭は石炭紀に繁茂した木生シダに由来することを踏まえても、
光合成生物を活用した石油代替物質の生産は理にかなったものと言える。

■光合成により有機物を生産
サトウキビやトウモロコシのショ糖やデンプンを活用し、微生物のエタノール
発酵により産されるエタノールを利用する試みは一部の国で実用段階にある。し
かしながら、穀物を原料にバイオマスエネルギーを生産する試みは、食糧生産と
直接競合するため全地球規模で同様の仕組みを構築することは現実的とは言えな
い。陸上植物の非食部を活用したセルロース起源の糖からエタノールを生産する
方がより現実的であるが、セルロースを直接微生物に利用させることが容易では
ないことに加えて、耕作地を食糧生産と競合させる点で問題がある。
13
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一方、微細藻類は、海洋・湖沼・河川水などの水中に生育する主に単細胞の藻
類で、光合成により有機物（バイオマス）を生産する。細胞の乾燥重量の数十％
以上のトリグリセリドあるいは炭化水素を蓄積する種があり、これは、単位面積
当たりのオイル生産量が陸上植物に比べて、数十倍も高いことを示す。また、微
細藻類は陸上植物と異なり、耕作不適地であっても藻類培養用の施設・装置を設
置すれば培養が可能であり、石油代替物質として利用可能なバイオマス生産を目
指した藻類研究が国内外で盛んに行われている。しかしながら、藻類の培養には
培地のために多量の水資源と窒素やリンなどの無機栄養の供給が必要であり、培
養規模が大きくなればなるほど、それらの獲得と培養後の処理に必要なコストと
エネルギーは大きくなる。

■炭化水素高生産性微細藻類を単離
筑波大学の藻類バイオマス・エネルギーシステム研究拠点
の渡邉信教授のグループは、上記の課題の解決に向け、性質
の異なる 2 種の炭化水素高生産性微細藻類を単離した。ま
ず 1 つは、高アルカリ性条件に耐性の緑藻ボトリオコッカ
ス株である。アルカリ性の条件では、光合成に必要な CO2
の供給を効率化でき、同時に異種微生物の混入を抑制でき
る。ボトリオコッカスは、コロニーを形成して生育する緑藻
で、光合成によりコロニーの細胞間に炭素数 25-40 の炭化
水素を蓄積する。多くの藻類は細胞内にオイル成分を貯蔵す
るのに対し、細胞外にオイルを分泌蓄積する点でユニークな

  図 1

炭化水素を生産するボトリオコッカス

（左）光学顕微鏡像
（右）ナイルレッドによるオイルの染色、蛍光顕微鏡像
オイルは黄色の蛍光を発する。赤色はクロロフィルからの蛍光、細胞が
赤く見えている。

脂質を持つ。もう 1 つは、従属栄養性のオーランチオキト
リウムで、筑波大学のグループが同定した株は、乾燥重量の
30-50%ものスクワレンを短時間の培養で蓄積する。ただし、
独立栄養性の藻類に比べて生育に炭素源を必要とする点は難
点であり、生育を賄うには多量の炭素源を必要とする。
そこでわれわれは有機物を含んだ産業廃液や、下水処理場
の固形有機物や活性汚泥などの産業廃棄物に含まれる有機物
を活用して、オーランチオキトリウムを培養し、スクワレン
を生産する系の開発を目指して、研究を行っている。これま
でに培養液の一部を産業排水に置き換え、十分な量のスクワ
レンの生産ができることが示されている。また、オーランチ
オキトリウムを活用した排水処理により有機物を除去した後
の処理水は、窒素・リン酸・金属イオンなどの無機化合物を

  図２

オーランチオキトリウム

（左）光学顕微鏡像
（右）ナイルレッドによるオイルの染色、蛍光顕微鏡像

含む溶液となる。これらの化合物は光合成を行う独立栄養性の微細藻類の生育に
不可欠な栄養塩である。そこで、この処理水を用いてボトリオコッカスのような
独立栄養性の藻類の培養に添加し、その培養の過程でそれらの無機成分を回収で
きれば、さらに効率的な炭化水素生産系を構築できると考えられる。
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■被災した南蒲生浄化センターを活用
東北大学と仙台市それにわれわれ筑波大学の三者は、微細藻類による排水を活
用したオイル生産システム構築を目指して「東北復興次世代エネルギー研究開発
プロジェクト」を進めている。本プロジェクトでは、東日本大震災で被害を受け
た仙台市の南蒲生浄化センターに、ボトリオコッカス等の独立栄養性の藻類と、
オーランチオキトリウムなどの従属栄養性藻類の培養施設を構築し、浄化セン
ターの排水・活性汚泥等を活用した最適な培養システム、産物の回収利用システ
ム、菌体残渣
（ざんさ）
の再利用化などの道筋をつけるための研究を開始している。
将来的に排水処理のコストを低減すること、排水を活用したエネルギー生産シス
テムの構築のために必要な基礎的知見の創出と確立を目指している。本プロジェ
クトにより、排水処理とエネルギー生産を融合した仙台モデルが東北地方から各
地へ広がり、地産地消のエネルギー生産の取り組みが行われることを期待する。

焼却�

CO2

CO2

CO2

�化水素��

�水��（���）

�化水素��
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  図３

��

��有機
汚泥
年間４億トン（国
内）を焼却処分

無機態の
窒素・リン
放流
水域の
富栄養化

東北復興次世代エネルギー研究開発プログラムで目指すシステムの概念図
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大震災から 2 年

産業復興に支援の輪

みやぎ復興パークによる復旧・復興の支援
公益財団法人みやぎ産業振興機構では、被災したソニー仙台テクノロジーセンター
の施設の一部を借り、東日本大震災で被害のあった地域の産業復興拠点として活用
している。被災した企業が入居しているほか、次世代自動車開発をテーマとした産学
連携プロジェクトも入っている。今後は、
クリーンルームやさまざまなエネルギー
（蒸
気、圧縮エアー、窒素、工業用水、純水など）
供給システムなどを最大限に活用し、大学
などとの共同研究に取り組む企業を呼び込み新産業創出を目指す。

公益財団法人みやぎ産業振興機構は、県内中小企業者等の「復旧・復興」
「企
業力向上」
「産学官連携」等の支援を経営ビジョンに掲げ、宮城県の産業振興に
寄与するための各種支援事業を展開している公的支援機関である。

井口

いぐち

泰孝

やすたか

公益財団法人みやぎ産業
振興機構 理事長

■震災後の復興支援
東日本大震災後は、
「復旧・復興」支援の 1 つとして、被災企業・団体へ施設
の貸し出しを行う「みやぎ復興パーク事業」を創設するなど各種支援事業（表１）
を実施してきた。
  表１ 「みやぎ復興パーク」以外の「復旧・復興」支援

支援内容

事

業

名

被災中小企業施設・設備整備支援事業
中小企業等の資金調達支援

中小企業災害復旧資金利子補給助成金事業
中小企業再生支援利子補給助成金事業

被災した企業の二重債務を解消するための支援 宮城県産業復興相談センター事業
復興計画の作成等の助言等による支援

宮城県復興企業相談助言事業

｢みやぎ復興パーク」は、
「東日本大震災により被災された東北地域企業の早期
復興のために施設の一部を活用いただきたい」というソニー株式会社の強い思い
を受け、宮城県や社団法人東北経済連合会、東北大学ほか関係機関が協議を重ね
た結果、みやぎ産業振興機構が同社の仙台テクノロジーセンターの施設の一部
を借り受け、被災を受けたものづくり産業の復興を図るための活動拠点として
2011 年 10 月 12 日開設した。施設の概要は次の通りである（図１）
。
１．貸出対象建屋

7 棟、総床面積約 3 万 9,000㎡（うち、貸出対象面積

２．ソニー（株）からの借入期間

約 2 万 9,000㎡）

2011 年 10 月 12 日から 2013 年 10 月 11 日までの 2 年間

（ただし、自動更新規定により最長は 2021 年 10 月 31 日までの 10 年間）

３．入居者への貸出期間
契約の日から 2 年以内。ただし、以後 1 年ごとの継続更新可とし、最長は 2021 年 10
月 31 日まで
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４．施設利用料

・入居負担金

月額 700 円 /㎡（保安・警備等の直接管理経費）

・現状引き渡し後の間仕切り費用および光熱費等の個別使用料は別途自己負担

５．施設の特徴

・事務・研究用途、製造用途それぞれに対応可能
・最大 1 フロア約 1,500㎡の貸出スペース
・約 1,000㎡のクリーンルーム（クラス 1000 ※震災前）複数有り
・生産に必要なエネルギー（蒸気、圧縮エアー、窒素、工業用水、純水など）の供給が
可能
・ダクト・配管など既存設備の再利用可

■入居状況
2013 年 1 月 31 日現在、印刷業、精密機械製造業、食料品製造業、授産施設
等をはじめ東北大学と民間企業が次世代自動車技術の実証実験を行う研究開発
グループ、LED 照明を使ってレタス栽培の実証試験を行う植物工場などの 21



東北ものづくり復興拠点構想

東北大学未来科学技術共同研究センター 教授

長谷川史彦

大震災直後の 2011 年 4 月から検討を始めたソニー仙台テクノロジーセンターの一部を活用する産学官
連携による東北ものづくり復興拠点づくり構想は、宮城県知事・仙台市長・東北大学総長・東北経済連合
会会長の４者で構成する「産学官連携ラウンドテーブル」における連携課題として、東北経済連合会を事
務局とする MF プロジェクト設置により議論を重ね、みやぎ産業振興機構が管理する「みやぎ復興パーク」
として活動を始めることになった。
外見では大企業の優れた研究・生産インフラを利用する大規模インキュベーション施設として、コダッ
ク社の創業の地である米国ニューヨーク州ロチェスター市の「イーストマン・ビジネスパーク」に近似す
るが、
「みやぎ復興パーク」はその設立趣旨として、①被災した地元企業の事務所・工場・倉庫用として復
旧支援 ②産学官連携による試作開発・実証活動拠点用として復興活動の展開――を掲げている。
すでに、①の被災した企業の復旧支援については、津波により流出した印刷工場などが早期操業再開
に成功し、その他に新規起業、新規雇用の場としての活動が行われている。②の産学官連携による復興
活動の展開が大学の主たる役割であり、ロボット・次世代自動車
（写真１）
・次世代集積回路等の最先端技術における実証段階の研
究開発の中心となり、大企業との共同開発活動の中に地域企業も
試作開発等に参加いただくことにより、特徴あるものつくり技術
の育成と地域新産業への展開を図っているところである。
従来の地域インキュベーション施設は文教地域に小規模の部屋
割りで提供されている。｢みやぎ復興パーク」の工業地域にあるイ
ンフラの整った大規模施設という特長は、実証段階の産学官連携開
発拠点としての活用により、地域産業復興への貢献が期待できる。

写真１

東北大学の次世代自動車
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団体が入居している。また、経済産業省と
企業、大学が連携し、サイバーテロに関す
る研究・実証実験を行うサイバーセキュリ
ティテストベッドなど 2 団体が入居工事
を行っており、今年度末時点では 23 団体
46％の入居率を見込んでいる。

■入居者の声
1944 年に神奈川県川崎市で創業した株
式会社昭特製作所は、1985 年に宮城野区
蒲生地区に仙台工場を開設し、主に規格試
験片加工を中心に特殊部品製作を行ってい
た。震災時、仙台工場では 22 名の社員が

  図１

貸出対象施設

働いていたが激しい揺れによる破損被害
で工場は使用不可となった。一時避難した近くのビール工場も巨大な
津波にのみ込まれ、自社工場の修復にも手がつけられない状態が続き、
全社員自宅待機の日が続いた。その後、取引先の工場が再開した際に、
同工場の一角を間借りして業務を再開したものの、自社工場の修復の
めども立たず困っていたところに「みやぎ復興パークの入居公募」を
知り入居した。
斎藤工場長からは、「みやぎ復興パークは交通アクセスが良いこと、
また工場スペースも十分あるので徐々に工作機械を増やして早期に完
全復活したい。施設を管理・運営しているみやぎ産業振興機構には、

写真２

入居企業の株式会社昭特製作所

入居後においても専門家派遣制度等の支援を受け職場環境が整備されるなど大変
感謝している」とのコメントも寄せられている（写真２）
。

■今後の展開
本施設開設後 1 年が経過したが、今後は、他のインキュベーション施設には
類を見ないクリーンルームや生産・研究等に必要なエネルギー提供などインフラ
の優位性を最大限活用し、被災企業の復興はもとより、大学など研究機関との共
同研究により事業化を目指すプロジェクトの誘致を推進し、新産業の創出を目指
したい。
また、施設運営に係る関係機関との連携については、多賀城市が提唱する「減
災リサーチパーク構想」において、本施設の入居企業が大規模災害時における被
害軽減を図るための新技術や製品の研究・開発等の減災に係る事業を推進する場
合の入居負担金への助成支援（月額 10 万円上限）が措置され、また本施設の長
期的運営等の意見を伺う企画運営委員会委員に関係機関の専門家に就任いただく
など深化しており、さらに入居者間の連携を図るための連絡会議の活用も含め、
産・学・官の連携をさらに強化し、宮城・東北地域のものづくり産業の復興に向
けた新たな情報発信拠点としての機能を強く意識した施設運営を行っていく。
18

産学官３月号.indb

Vol.9 No.3 2013

18

2013/03/13

15:02:52

特集

大震災から 2 年

産業復興に支援の輪

特集

IT 技術を活用した被災地域の産業復興支援
― IT ペアリング復興 ―

東北大学の産学連携支援機関が、
Ｉ
Ｔに関する研究成果を活かして被災地の水産業や
製造業の中小企業を支援している。具体的には仙台市内のＩ
Ｔ企業と被災企業をマッ
チングさせ、競争力のある最新設備・システムを整備するときに大学の知見を活用し
ようというものだ。

■ IIS 研究センターの活動概要
情報知能システム研究センター（IIS 研究センター）は 2010 年 2 月、仙台市が
運営費を支援し、東北大学大学院工学研究科に設置された産学連携支援機関であ
る。次世代の情報通信や材料・エレクトロニクス、知能コンピューティング、電
気エネルギーシステム、自動車・ロボット応用システム、メディカル・バイオ応

鹿野
かの

満

みつる

東北大学大学院工学研究
科 情報知能システム研
究センター 特任教授

用システム等を対象にしている。東日本大震災以前は、東北大学と共同研究中の
大手通信メーカー、自動車メーカーと地元企業とのマッチングなどの実績を挙げ
てきた。大手企業と大学の共同研究支援だけでなく、地元企業へ発注したり地元
企業の外部資金獲得を支援することで地元企業の産学連携を促進するのが特徴だ。
大震災後、当センターは「東北大学の研究シーズなど先進技術を保有する仙台
市内の IT 企業」と「震災復興を目指す被災地の製造業・水産加工業・農業」と
のマッチングに取り組んでいる。言い換えると“被災地域の産業復興と雇用の創
出”と“仙台市内の IT 企業の活性化”を同時に実現しようという戦略的な支援
活動である（図 1）。
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図１

IT ペアリング復興
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■内陸部の産業にも影響
東日本大震災は東日本太平洋沿岸地域の産業へ大きな影響を与えている。特に
岩手、宮城、
福島の被災 3 県では津波により甚大な被害を受けた沿岸部（以下「沿
岸部」）、原発事故の影響の大きな福島県浜通り・中通り地区（以下「原発事故影
響地域」
）はもちろんのこと、内陸部の産業でも直接的、間接的なもろもろの影
響が見られる。復興は内陸部の方が進展しているが、被災規模の大きい沿岸部・
原発事故影響地域でもようやく復興の動きが見られるようになってきた。

内陸部企業の支援例
大震災後、内陸部でも揺れによる社屋、設備の損壊があり、しばらくは生産・
営業活動が再開できなかった。以下、具体 2 例を紹介する。
１．明所視認性に優れたフロントスクリーンの開発支援
[ チーム：仙台市東部沿岸地域のプラスチック加工業 K 社、東北大学 ]
リーマンショック後、業績が低迷していたが、2010 年に新規事業開拓を目指
し、プロジェクター用途でありながら明所視認性に優れる 130 インチフロント
スクリーンの開発を開始した＊１。東北大学の内田龍男教授（現・名誉教授）が

＊ 1
2010 年度経済産業省のサポー
ティングインダストリー事業を
活用

確立した拡散光制御（DLC）理論を適用した製品である（図 2）
。
震災により生産設備損壊等の大きな被害があり、一時
は開発を断念せざるを得ないような危機に直面したが、
仙台市内の IT 企業と東北大学が支援したので、開発継
続を決断した。その後、沿岸部避難所などで実証試験を
重ね、CEATEC JAPAN 2012 に出展した。今後、プロ
ジェクター用スクリーン、サイネージ向けで事業化を目
指している。
２．スリット光源を用いた鏡面体の欠陥検出の開発支援
[ チーム：宮城県岩沼市で産業用機械・治工具製造
業を営む H 社、仙台市で組み込みシステムのソフト
ウエア受託開発業を営む B 社、東北大学 ]
東北大学の青木孝文教授が確立した先進の画像処理技

  図２

2

フロントスクリーンの原理

術を活用し、困難とされた鏡面体上の緩やかな凹凸欠陥
（例：自動車ボディのへこみ）の検出を可能とする技術開
発を開始＊１。H 社、B 社ともに被災し、特に H 社は沿岸
部近くに居住する社員の自宅、家族に大きな被害があっ
たものの、開発を継続した。しま模様入りスリット光源

欠陥�強調

を用い、鏡面体に写り込んだ欠陥の局所的変化をカメラ

変曲線マッチング法

で捉え、スリット画像から欠陥検出する変曲線マッチン
グ画像処理アルゴリズム（特許出願）を考案し、ロバス
ト性が高く鏡面体上の緩やかな凹凸の欠陥検出を可能と
した（図 3）。今後、実証試験を経て自動車向けなどの事

  図３

変曲線マッチング法による緩やかな凹凸欠陥検出

変曲線マッチング法による欠陥強調

業化を目指している。
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特集

沿岸部および原発事故影響地区の支援例
沿岸部および原発事故影響地域は、大震災後 1 年の昨年春の段階ではあまり
復旧・復興が見られなかったが、さらに１年が経過し、ようやく復興に動きが感
じられるようになった。これらの地域の企業経営者等との意見交流を本格化して
いるが、被災規模の大きさ故の多様なニーズがある。以下、具体 2 例を紹介する。
１．IT 技術導入による全自動魚選別システムの構築
[ チーム：気仙沼漁協、気仙沼市魚市場、気仙沼市内で水産加工用設備製造
を営む T 社、仙台市内に昨年発足した東北 IT 新生コンソーシアム＊２、東
北大学各部門など ]
沿岸部の中心は漁業であるが、漁業従事者が高齢化している一方、設備・シス
テムの近代化への課題は多い。魅力ある水産業復活への願いは大震災前からの課
題であった。沿岸部の漁協、魚市場、水産加工関係者などの間では、復興の取り

＊ 2
仙台市に営業拠点のある大手
IT 企業 4 社（東北インフォメー
ション・システムズ、NEC ソ
フトウェア東北、日立東日本ソ
リューションズ、富士通東北シ
ステムズ）が参画し、2011 年
に発足

組みを通じて前述した課題の解決を願う声が多い。被災規模の大きい気仙沼地域
も同様である。気仙沼漁協、気仙沼市魚市場、水産加工関係者との意見交換を重
ねた結果、
魅力ある漁業の復活を目指し、
以下の 2 点の要望が強いことが分かった。
・IT 技術導入により魚の水揚げから市場での出荷までの効率化（高度衛生管
理に基づく）
・高度情報管理化により流通システムを革新し、ブランド化を実現
このため、東北大学と漁協、市魚市場、気仙沼市内 T 社、東北 IT 新生コンソー
シアムが中心となり、人手を介さない水揚げ・出荷までの全自動魚選別システム
を開発した（図 4）
。具体的には、従来実現されていない「魚の自動整列」
「サイ
ズなど魚の特徴を自動判定」する仕組みを付加したものである。2015 年の実践
配備を目指し、将来の流通システム革新につなげる取り組みを展開中である。

水揚げ

コンベアの流れ

クラウド
(HDD Server)

方向の整列

魚種・大きさ

その他の魚

鮮度・旨味判定
ごまさば
大ぶり（上
）

まさば、
ごまさば、
そのほかの魚

選別

（サンマ、
イワシ、
カレイ、
カツオ等）

遠隔監視室
（漁港・魚市場・築地市場・販売店 等）

ごまさば
小ぶり（上
）

水揚げデータ

（放射線測定）

ライブ映像
1
3

まさ
大ぶ ば
り（並

4
5

）

携帯端末

（標識機）
1

まさば
小ぶり（
上）

3
4 5

2

まさば
小ぶり（並）

IIS

魚データ

2

1

3

4

5

2

スマートフォン、
タブレット 等

東北大学情報知能システム研究センター

  図４

魚自動選別システム概念図
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２．IT 技術導入による果樹栽培の害虫対策と効率的農園経営の実現
[ チーム：福島県伊達郡で果樹栽培を営む H 農園、桑折町、仙台市に営業拠
点のある大手家電メーカー P 社、東北 IT 新生コンソーシアム、東北大学各
部門など ]
福島県中央北部に位置する伊達郡は水稲栽培と果樹栽培を営む農家が多く、特
に後者は、大震災前、ブランド桃などの生産で知られていた。ブランド化には品
質確保は必須であり、害虫対策が重要である。このため、頻繁な農薬散布を実施
し、丘陵地での過酷な労務と高いコストを支払うことで維持されてきた。
原発事故による影響は大きかった。放射能汚染の影響はそれほど大きくないが
風評被害による生産・出荷への影響は極めて甚大であった。この間、関係者との
意見交換から安全安心の提供による風評被害の払拭（ふっしょく）が急務であり、
IT 技術を活用した減農薬栽培実現と消費者へのタイムリーな情報提供への要望
が高いことが分かった。これを実現するため桑折町、H 農園、P 社、東北 IT 新
生コンソーシアム、東北大学が中心となり IT 技術を活用した害虫活動抑制とリ
アルタイムでの効果検証手段を開発する（図 5）
。減農薬栽培とタイムリーな消
費者への情報提供システムを構築し、安全安心とブランド強化につなげる。
◉ソーラー自家発電・蓄電による害虫防除装置
◉クラウド害虫監視システム

桃農園管理の効率化システム概要
防蛾灯で明るくし、昼間と
勘違いさせて蛾を追い払う
光量、波長や
時間の調整

◉ 電気代の削減
◉ 農薬散布量の低減

クラウド
(HDD Server)
太陽光

情報の収集・共有
タブレット等で情報
共有、システム設定

カメラ画像解析により
害虫の種類、量を把握

太陽の動き

蓄電力量

カメラ

防蛾灯
（周囲灯）

効果

桃

黄色蛍光灯

追尾式ソーラーパネル
蓄電器

太陽の動きに合わせて最も効率の良い方向・角度に
自動で追尾 する 【固定式パネルの約 3.5 倍の効率】

電気供給

システムイメージ

システムイメージ

害虫監視カメラ

桃

農

園

追尾式ソーラーパネル
（日中発電）

蓄

光誘引補虫機

  図５

電

器

黄色蛍光灯

IT 技術を活用した害虫対策および桃農園管理の効率化システム概要

■今後の展開
本稿で紹介した取り組みは道半ばでありそれぞれのプロジェクト完結まで継続
した取り組みが必要である。一方で、復興地域にはまだまだ多くの課題・ニーズ
が存在する。われわれは可能な限りの対応を継続する考えであるが、全てに対応
するには限界がある。大震災は国難でありこの克服が疲弊する日本の現状打開に
つながると信じる。多くの賛同者の復興への参画・協力をお願いする。
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継続的な運営を目指す
かながわ産学公連携推進協議会
大学と産業振興団体で組織するかながわ産学公連携推進協議会は中小企業の技術
相談にワンストップで応じる。
継続的な活動をするため事務局経費の削減を進めている。

かながわ産学公連携推進協議会（以下「CUP-K ＊ 1」
）は、公的産学連携支援

村富

機関と大学が窓口となって中小企業の技術ニーズを把握し、大学との連携の可能

むらとみ

性がある案件は会員大学に紹介し、共同研究、技術指導等への進展を図るシステ
ムである。2009 年 2 月の発足以来 4 年が経過した。CUP-K に持ち込まれた技

洋一

よういち

横浜国立大学 産学連携
推進本部 共同研究推進
センター 教授

術相談数や共同研究への成約数は増加している。サービスは無償であり、運営経
費は主に会長職機関の負担だが、本システムを継続的に運営するため、2012 年
度から事務局経費等の大幅な縮減を前提とした活動を行っている。また、会長職

＊ 1
Collaboration between
Universities, Public
Organizations and Private
Enterprises in Kanagawa の
略称

は、設立時の経緯から 2 期 4 年、横浜国立大学副学長が務めているが、次年度
から輪番制とすることになっている。自立的かつユニークな CUP-K の活動を紹
介する。

■発足の背景と経緯
神奈川県は 3 つの政令指定都市を抱える大きな県で、多くの企業と大学が集積
している。このため地域の中小企業は、どの大学に相談してよいか迷うことが少
なくない。公的産学連携支援機関が中小企業からの相談を受ける場合でも、地域
企業が抱える課題は多岐にわたるので、
1 つの大学による対応は困難な場合が多い。
このような背景から横浜国
立大学と神奈川県産業技術セ
ンターが中心となって、県内
の大学と公的産学連携支援機
関に、ワンストップサービス
で地域企業を支援できる連携
組織の設立の提案をしたとこ
ろ、県内の 10 大学と 5 公的
機関の賛同が得られた。こう
して発足したのが CUP-K で
ある。翌 2010 年にはさらに
2 大 学 と 1 機 関 が 加 入（ 図
１）。また、今年は聖マリア
ンナ医科大学からも加入申請
があり、組織としても拡大し
つつある。

図１

かながわ産学公連携推進協議会の会員と仕組み
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■高いコーディネート実績
各機関の産学連携部門トップが参加して年 1 回の推進会議を実施している。こ
れでトップのコミットメントが形成されて、実務を行うメンバーの業務として認
知されるため、CUP-K の連携活動が活性化される。下部組織として、運営委員会、
ワーキング連絡会（コーディネート、広報、総務の 3 ワーキンググループ [WG]）
がある。コーディネート WG が、
日常の総合窓口の運営を行うとともに県内のコー
ディネータの人的ネットワーク形成の中心的な役割を担っている。
具体的には、同 WG が CUP-K 内のコーディネータ間の意見・情報交換の会
合と、CUP-K 内外のコーディネータ連絡会をそれぞれ年に 3 回程度開催してい
る。後者は国の政策、プロジェクトなどに関連する講演会や大学キャラバン隊な
ども企画している。
CUP-K は発足以来、神奈川県内で開催される主な展示会＊ 2 に出展し、CUP-K

＊ 2
テクノトランスファー in かわさ
き、テクニカルショウヨコハマ、
ものづくり技術交流会等

を知ってもらうとともに技術相談に応じている。展示会の費用は主催者である会

�����学���������������
員機関のご厚意に甘えている。また、2011 年度と 2012���
年度に、大学と公設試

験研究機関を中心に「分析センター」間の連携会議を年 1 回開催した。
CUP-K の大きな特徴は、企業から技術

CUP-K のコーディネート実績（2013 年 1年
月 24
日現在）
���表１
������������������
��
�� �現���

相談があった場合、ネットワークを通じて
その情報を参加大学で共有できることであ

相談案件数
年度

現地 調査 情報配信
件数
件数

面談数

他紹介件数

共同研究 等
成約件数

9

13

1

0

13

10

13

4

4

5

18

5

17

4

5

11

2

10

5

7

2

7

59

7

53

29

50

11

16

企業発

大学発

2009

17

－

12

2010

13

－

2011

18

けた相談で大学との共同研究に至る割合は

2012

高い。コーディネート実績を表１に示す。

計

る。会員大学では受け入れられない案件は
積極的に他の大学にも紹介して、企業の課
題解決を第一の目標としている。こうした
丁寧な対応をしているので、総合窓口で受

■地域中小企業と大学の双方向性
昨年度からは、大学のニーズ（企業への仕事の発注など）に関する相談も総合
窓口で受け入れ、地域中小企業と大学の双方向性を強化している。
CUP-K の運営資金や事務作業を小さくするため、2012 年度から会議資料は、
事前に PDF で会員にネット配布し、各自が持参している。会場も自前または無
料の場所に設定するようにした。もともと、事務作業については、コーディネー
トを優先し、その他の運営事務は軽易にした上で、多くの機関で分担している。
こうした結果、事務局の運営資金は、CUP-K のホームページ用のサーバー管理
費用等の年間 7,550 円だけになった。これは会長職の機関が負担する。
来年度以降の CUP-K の会長職は神奈川大学が受け持つ予定である。個別の課
題解決に加え、CUP-K が中核となって複数の大学と企業、公的機関のｎ対ｎの
産学連携による地域イノベーションの創出を次の目標としたい。
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東大発ベンチャー「ユーグレナ」の
技術とビジネス展開
株式会社ユーグレナは 2005 年に、東京大学出身者らを中心に設立し、東京大学
内に研究拠点を有し、沖縄県石垣島にて微細藻類ユーグレナ（和名：ミドリムシ）
を培養する生産と研究活動を行ってきたベンチャー企業。昨年 12 月、東証マザー
ズに株式上場。現時点での主力商品は、ユーグレナを用いた食品であり、主要な
研究テーマはユーグレナを用いたバイオジェット燃料生産だ。

鈴木

■動物の性質と光合成

すずき

当社の名前でもあるユーグレナは、和名でミドリムシとして親しまれている藻

健吾

けんご

株式会社ユーグレナ
取締役 研究開発部長

の一種類である。ユーグレナは、鞭毛で動きまわる動物の性質と、葉緑素を有し
光合成を行う植物の性質を持ち合わせた、単細胞真核藻類の一種である（図 1）
。
ユーグレナの研究自体は日本においては 1970 年代から活発に進められてき
た。1990 年代には環境技術としての利用が検討され、研究が行われていた。具
体的には、二酸化炭素が含まれる火力発電所等からの排気ガスをユーグレナ培養
槽に導入し、光合成をさせることで二酸化炭素を削減し、培養槽で成長したユー
グレナを食糧として利用することを目的とした。

■大量培養技術を確立

図１

ユーグレナの光学顕微鏡画像

研究室レベルでのユーグレナの培養自体は、無菌状態を保つなどによって行う
ことができていた。しかし、
事業として展開しようとした際にネックとなるのは、
大量に、かつ需要に則して安定的に供給できる生産体制を整えること
である。食品として流通させるには求められる生産量が大きく、この
実現が高いハードルであった。
かつての大学での研究成果などを集約してトライアンドエラーを繰
り返した。屋外での培養は培養条件を一定に保つことが困難で再現性
が乏しかったが、環境変化に耐えられるように培養液などさまざまな
培養条件をコントロールすることで、食品として流通可能な規模での
培養を 2005 年 12 月に実現した。ユーグレナが増殖する一方、それ以
外の生物が増殖しない条件を整えることが重要であった。大きなスケー
ルでの生産を実現したことを契機に、食品などの市場に流通させるこ
とが可能となり、事業としての展開が大きく見込めるようになった。
一般的に生産されたバイオマスの利用方法として、バイオマスの
5F という考え方がある。バイオマスは一般的に、食品（Food）
、繊
維（Fiber）
、飼料（Feed）
、肥料（Fertilizer）
、燃料（Fuel）という
順で付加価値が高く、上位から順に利用することで、環境負荷の軽減
と高い事業性を同時に実現することが可能である。ユーグレナもバ
イオマスの 1 つと捉えればこの考え方を適用することが可能である。

図２

ユーグレナによる循環型社会の構築イメージの一例
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循環型社会の事業展開のイメージの一例を図 2 に示す。

■ヘルスケア事業
ユーグレナは食品としては、含有される栄養素の種類が多いことから栄養価が
極めて高く、消化・吸収を妨げる細胞壁がないことから消化率も高い。また、細
胞内にはパラミロンというユーグレナが特異的に蓄積する多糖の結晶体がある。
パラミロンを構成する糖はグルコースのみであり、全てのグルコシド結合はβ
-1,3- 結合であり高度に結晶化されている点が他のβ - グルカンと異なる特徴で
ある。このパラミロンの機能性は従来から世界中で広く研究をされてきており、
現在、当社では抗腫瘍効果や抗アレルギー効果などを見いだして、食品素材とし
ての活用の幅を広める研究を進めている。

■環境・エネルギー事業
ユーグレナは培養方法次第で、ジェット燃料への加工が可能なワックス
エステルという脂質を多く含有させることができる（図３）
。油脂含有率と
油脂組成は培養条件によって大きく変動するため、安定した培養を維持し
ながら、油脂含有率を高める技術開発が必要とされる。
また、当社は火力発電所において、煙道に配管をつないで排気ガスをユー
グレナ培養槽に通気する実証試験装置を構築した（図４）
。実際に、配管を
通じてユーグレナの培養槽に排気ガスを引き込んで培養を行った結果、培
養初日には薄い黄緑色だった培養液も、7 日目には濃い緑色になり増殖が
認められた。これらの結果は、発電所の排気ガスを通気してもユーグレナ
は増殖可能であることを示した世界初の事例である。
このように大気中に放出されたり、あるいは放出される二酸化炭素を、ユー

図３ ユーグレナの明視野像（左）と
脂肪染色試薬による蛍光染色像（右）
配管

配管

ユーグレナ培養槽

排ガスファン等

ユーグレナ培養槽

グレナを介して燃料等の有用な物質に変換し――地中から取り出して利用さ
れる化石燃料を少なくすることで――循環型社会に寄与する事業の構築を目

排ガスファン等
図 4：石炭火力発電所における実証試験装置写真

指している。
図 4：石炭火力発電所における実証試験装置写真
図４ 火力発電所における

■大学との連携による研究も

実証試験装置写真

大学との連携の強みは、イニシャルで掛かる研究のためのインフラストラク
チャーが、一から始めるより軽微で済むことが挙げられる。当社の研究において
経営資源が不足しがちなテーマについて、東京大学とは藻類の中の脂質成分の代
謝に関する研究、近畿大学とはユーグレナの遺伝子関連の研究、さらに大阪府立

2

大学とはユーグレナの食品や化粧品としての機能性の研究を共同で進めるなどし
て、進捗させてきた。
今後は、事業実現のために市場に近い大企業とのパートナーシップを強固にし
て、大規模に培養を行い実際に燃料化とその効率化を進めることにより、バイオ

2

ジェット燃料の生産技術を確立することを目標としている。
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町工場グループが明治大学と
長周期地震動対応の免震テーブル開発
家族だけで工作機械を動かしている町工場６社がグループを組み、大学の研究者
と連携して新技術（特許出願中）を確立し事業化した。ものづくり零細企業の産
学連携成功事例である。

チーム等々力は神奈川県川崎市のものづくり系零細企業のグループである。明
治大学の研究者と共同研究を行い、長周期地震動に対応できる免震テーブルを開
発した。地震から精密機械や文化財等を守ることができる。
地震被害を低減するための免震技術は古くから広く研究され、数多くの免震
テーブルが市販化されているが、従来型では新潟県中越沖地震や東日本大震災で
観測されたような振動周期 2 ～ 3 秒の長周期地震動には対応できない。特注品

堀端

ほりばた

明雄

あきお

チーム等々力 代表／有
限会社堀端製作所 代表
取締役

なら長周期に対応できるが、高価なので普及が進んでいなかった。
長周期振動にも対応する免震テーブル開発の経過について紹介する。

■信金の展示商談会で結集
2006 年、われわれ町工場に「かわしんビジネスフェア」
（川崎信用金庫の取
引先を対象にした展示商談会）への出展要請があった。仕事量が年々減少してい
く中で、何かしなければと考えていたので、渡りに船と快諾し情報発信をすべく
出展した。同フェアに参加した町工場が一緒に新しいことに取り組もうと話し
合ったのが、チーム等々力ができたきっかけだ。途中で入れ替わりがあったが、
現在、メンバーは 6 社（ＮＣ旋盤加工のサトウ製作所、板金精密板金の有限会
社姿栄工業、有限会社十川工業、ＮＣマシニング加工の株式会社朝日製作所、プ
レス順送加工の有限会社堀端製作所、設計会社）である。
かわしんビジネスフェアには各社が高い技術の加工品を出展したが、まず、顔
と名前を知ってもらおうと名刺を配り歩いた。その時、明治大学の知財マネー
ジャーと知り合い、その人に勧められて、後日、同大学理工学部機械情報工学科
の大亦絢一郎教授（現在名誉教授）の研究室を訪問した。大亦教授の専門は免震
装置、地震応答、ダンパー耐震装置などだ。研究室で、学生たちが研究制作して
いた免震テーブルを見たとき、
「理論は別にして、ものづくりではわれわれの方
が一日の長があるな」と感じた。
その後チーム等々力が、研究室にあった免震テーブルの約 3 分の 1 の模型を
つくって再度研究室を訪れたとき、その出来栄えに「さすがに職人の仕事だな」
と大亦教授が感心された。教授は、ガイドレールを使用し、漸硬型摩擦ダンパー
を組み込むことで、長周期地震動に対応した免震テーブルを開発しようと研究し
ていた。そこに、運良くわれわれチーム等々力が協力することになった。こうし
て共同研究が始まった。
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■川崎市などの補助を受ける
開発は、大亦教授の地震に対する特別講義を聴くことから始めた。その後、学
生たちと同じ円弧バネとフリーベアリングを使用して試作品（1 号機）をつくっ
た。大学の震動実験室に試作品を持ち込み、過去に起きた地震波のデータを入力
すると通常の地震波では非常によい結果が出た。当時は今ほど長周期地震動は騒
がれていなかったが、この長周期地震動波を入力すると驚いたことにグルングル
ンと大きく動き回った。共振現象が起きたのである。これでは免震テーブルの上
に載せて地震から守るはずの大事なものが倒れてしまう。
そこで共振してしまう円弧バネを使わない、
長周期地震対応型の免震テーブル（2
号機）の開発が始まった。10 ミリ厚のアルミニウム板に中心から同じ距離にガイ
ドレール 2 本を平行に取り付け、同じものをもう 1 個つくりガイドレールが井桁
になるようにかぶせるといわゆるＸＹテーブルができる。360 度の方向に動くも
のである。大亦教授のアイデアで、ゆっくり大きな揺れを抑える漸硬型摩擦ダン
パーを組み込んで完成した。
大亦教授は、摩擦ダンパーの部品加工を旋盤で製作できるのかと危惧していた
が、チーム等々力メンバーのサトウ製作所があっさりと加工したのでびっくりされ
た。難題はテーブルの上に載せる大事なものについての摩擦ダンパーの摩擦計算と
（長いステンレスの丸棒）ダンパーのテーパー角度の設計であったと思う。地震で
動いたときに摩擦力で急ブレーキがかかると上に載っていたものが倒れてしまう
し、摩擦力が少ないと大きく揺れてしまい免震テーブルの役目をしなくなる。
この産学共同の研究開発は、川崎市産学共同研究開発プロジェクト補助金、も
のづくり中小企業製品開発等支援補助金（神奈川県産業技術センターに設計支援
を依頼）の助成を受けた。

■営業活動に取り組む
開発した製品は「長周期地震対応免震テーブル

MT- Ⅱ型」
（写真１）
。

通常の地震（短周期地震）はもちろんのこと、漸硬型摩擦ダンパーを組
み込んでいるので、振幅の大きいゆっくりとした長周期地震動のとき
も適切な減衰力が働く。これにより、共振（水平に 360 度、最大片側
250 ミリまで動く）による被害を低減する。テーブルの大きさは 1,100
× 1,100 ミリだが、カスタマイズは可能だ（別途設計料が必要）
。
われわれのような町工場は、経営者が１人でやっているか、家族 2 ～

写真１

長周期地震対応免震テーブル

MT- Ⅱ型

3 人で工作機械を動かしているところがほとんどだ。1 社では、大学と連携して新
しいことに挑戦する時間も資金も乏しいが、チーム等々力のようなグループで取
り組めばそれも可能になる。
東京都調布市にある電気通信大学に納入した 2 台の免震テーブルは、2 年前の東
日本大震災の時に――同大学の地域は震度 5 弱だったが――貴重な展示物を入れた
ショーケースを守った。
完璧に揺れを減衰し、
展示物に何の被害もなかったのである。
免震テーブルの潜在需要はかなりあると思われる。本業の仕事に追われてなか
なか営業活動ができないが、今後は土曜、日曜、祝日を利用して販売活動をする
つもりだ。1 台でも多く普及することが文化財を守ることにつながると思っている。
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スダチ果皮成分のマイクロ波抽出精製装置
徳島県の特産であるスダチの果皮には、ノビレチン（シークワーサーなどに含ま
れる）と似た特有な成分スダチチンが含まれるが、微量である。
マイクロ波を使い、これを効率的に抽出する装置を産学官連携で開発した。

地域の特産物を活用して機能性食品や高付加価値の加工品を開発することは、
地域農業や産業を振興するとともに、人々の健康増進にも貢献する。徳島大学で
は、徳島県を代表する農産物であるスダチ（Citrus sudachi Hort , ex Shirai）
の生理活性物質の探索やその機能性評価を行ってきた。これをもとに、地域の行
政、企業と連携して、マイクロ波でスダチの果皮の成分を抽出する装置を開発し

嵯峨山
さがやま

和美

かずみ

徳島大学 産学官連携推進
部 技術移転アソシエイト

た。食品への加工技術に応用できる。

■絞った残渣を活用する方法
徳島県では、スダチは年間約 6,000 トン収穫されている。その果皮は薬味とし
ても利用されているが、大半は果汁が絞られ、多くの業者がスダチ酢などとして
販売している。しかし、大量に発生するスダチ搾汁残渣（ざんさ）は食品産業廃
棄物であるため、環境負荷の観点から、その有効利用が古くから求められていた。
本学では 1962 年に堀江徳愛名誉教授がスダチ果皮の特有の成分であるスダチ
チン (Sudachitin =4’
,5,7-trihydroxy-3’
,6,8- trimethoxyflavone) を発見した。
しかし、果皮に含まれるスダチチンが微量なため、長年その生理活性評価は困難

佐竹

さたけ

弘

ひろむ

元 徳島大学 産学官連携
推進部 教授

であった。
近年、津嘉山正夫名誉教授が、グリーンケミストリーを指向し、電子レンジ
を改造したマイクロ波環境下での有機合成法の研究を推進した。その応用例の 1
つとして、河村保彦教授らがマイクロ波（周波数 2.45GHz）を利用して、水お
よびアルコール等の有機溶剤で、スダチの果皮中のスダチチンを簡単に抽出・単
離することに成功した（特許第 5119397 号）
。

■抽出時間が 200 分の 1
マイクロ波とは周波数が 300MHz から 300GHz（波長：1 メートル～ 1 ミリ）
の電磁波の一種で、分子内の極性基の配向分極に伴う運動により熱が生じる内部
加熱方式である。外部から内部の被反応物質が直接加熱されるが、熱は内部から
外部に移動するため、系全体の温度が低い状況下で急速加熱と同時に急速冷却が
でき、化学反応や抽出速度の高速化や選択性の向上、生成物の純度の向上などの
特長がある。また水および有機溶剤の使用量を削減できる。こうしたことから、
スダチチンの抽出にマイクロ波を活用すると、通常の外部加熱抽出法に比べ、そ
の抽出時間が 200 分の 1 に短縮できる。
29
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■抽出温度や抽出時間を任意に設定
本抽出装置の開発の背景には、電子レンジの改良
時期から技術面で、また試作品開発で協力が得られ
た地元中小企業の株式会社阿部鐵工所（阿部兼美代
表取締役）の存在があった。1958 年創業の同社は、
各種化学機械製造を行っており、日本で初めてマイ
クロ波を用いて短時間に無機粉体を乾燥させる技術
を開発し、地元半導体企業の生産性を大幅に向上さ
せた実績がある。
地元には、スダチ搾汁残渣を有効利用したいとい
う強い要望があったため、前述のような「学」のマ
イクロ波のスダチチン抽出技術と「産」のマイクロ
波技術とを融合させて、スダチ搾汁残渣からスダチ

写真 1

マイクロ波抽出装置 2 号機

チンを効率的に抽出する装置の開発に挑戦した。徳
島県立工業技術センターが中心となり、地元食品会
社、阿部鐵工所および本学が 2010 年にスダチ搾汁残
渣からスダチチンを製造する目的で 1.5 キロワット
出力の高出力マイクロ波抽出精製装置（1 号機）を開
発した。
さらに 2 号機（写真１）は、機能性成分に応じて
抽出温度や抽出時間を任意に設定できる機能を追加
し、溶剤や対象物の選定の幅を広げた。マイクロ波
出力 1.5 キロワット、
抽出物投入量最大 4 キログラム、
抽出処理液量 10 リットル、各種抽出の有機溶剤（エ
タノール、メタノール、酢酸エチルなど）や水に対
応し、常温から溶媒沸点範囲（± 2℃で制御可能）ま

写真 2

スダチチン抽出の様子

での温度設定を可能にした。また、撹拌（かくはん）機能、真空濃縮機能を備え、
機能性成分の探索や食品開発あるいは研究にも利用できる。

■他の農産物にも応用
本装置（2 号機）により短時間に大量のスダチチンを抽出することが可能にな
り（写真２）、食品等への応用の道が広がる。スダチチンについては、さまざま
な疾患に対する生理活性評価をすることが可能となり、試薬や医薬品への応用も
探っている。
装置はスダチを対象に開発したが、他の農産物や薬草などの抽出精製にも活用
できるため、今後、そうしたルートの販売を強化する。各種農産物の抽出液やそ
の濃縮液および粉末物を製造し、その機能性評価を本学で行い、付加価値の高い
食品加工へ応用したいと考えている。
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連載

前編

経営者を奮い立たせる中小企業支援策―地域産業振興の現場から

現場感覚が届いているのか

中小企業の新製品開発や産学連携を支援する行政の施策は多い。しかし、本当に
使いやすい事業の設計になっているのだろうか。
地域産業振興の現場から考える。

■はじめに
2013 年、新たな経済政策「アベノミクス」が始動した。唱えられる言葉は、
実行力の伴った日本経済成長戦略に中小企業支援と、私が長年携わってきた地域
経済振興に通ずる部分が大きい。積年の現場の経験から、おのずと感ずる部分も
出てくるものだ。そんな折、光栄にも地域産業振興をテーマに寄稿する機会をい
ただいた。

岡田

おかだ

基幸

もとゆき

財団法人上田繊維科学
振興会（AREC）理事
信州大学 繊維学部 特任
教授（産学官地域連携）
工学博士

私は、2004 年に JANBO Awards（旧・日本新事業支援機関協議会＝ JANBO
が実施していた優れた新事業創出支援機関や起業家を表彰する制度）第 2 回（2
年次）表彰で新事業創出支援賞（個人）を、2009 年に科学技術振興機構主催の
第 1 回イノベーションコーディネータ表彰においてイノベーションコーディネー
タ大賞・文部科学大臣賞を受賞するなど幾つかの賞に恵まれたこともあり、この
分野に関しての視察や講演の依頼をいただくことが多い。同様に、地域の産業振
興・新産業創出事業に長年携わっている人がいる地域は、地域の情報を発信する
機会や場を持っている。新潟県・燕商工会議所の高野雅哉氏、高知県の道の駅
「四万十とおわ」の畦地履正氏、同じ高知県・ＪＡ馬路村の東谷望史氏はそういっ
た方々の代表格である。逆に言えば、地域企業に長年伴走し、そこで汗水流して
いる人々と“伴奏”している人が少ない地域は、
地域の声を発信する場を持たない。
これが何を意味するのか。学者や評論家としてではなく産学官連携支援を含む中
小企業支援機関（以下「支援機関」
）の現場人としてこの命を解釈し、前編と後
編に分けて地域産業振興について私なりの見解を述べていきたいと思う。

■支援策を問う経営者の本質
筆者が所属する長野県上田市の産学官連携支援施設・浅間リサーチエクステン
ションセンター（AREC）ではこれまで、コーディネートした中小企業の研究開
発や産学連携がさまざまな国の事業に採択されてきた。それらの多くは地域産業
振興に有効な手立てであった反面、
その施策（事業）の“設計思想”と現場のニー
ズ（本当に必要としている支援、事業の使いやすさ等）とに大きな隔たりを感じ
ることもあった。理由は、中小企業が抱える課題や「中小企業支援」の現場の声
が国の中枢に届いていないという一言に尽きる。
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例えば大学等の研究者。中小企業、地域産業振興についての研究者が日本には
たくさんいるにもかかわらず、これほどまでに産業が滑落したのはなぜか。日本
の産業の国際競争力が低下した理由については、後から誰でも述べることができ
る。眼前に下り坂があるにもかかわらず、いや、坂を下るさなかでもなお、どう
すべきかを示唆できる学者がいなかったのだ。フィールドワークの大切さを唱え
ながら、現地の上澄みを見て回るだけで現場まで見ていない研究者が多いのでは
ないか。現場を見たとしても、時系列で追うことまではしない。そのような現場
の上澄みだけを追った研究者の声が霞が関に届いていたのではないか。それで中
小企業支援の施策が決まっていることはないのか。また、各地の中小・零細企業
の声が集約され、霞が関や永田町に届くと、どうしてこう現場感覚が乏しくなっ
てしまうのだろうか。真に中小企業が求めている支援は何か、策は机上の空論に
なってはいないか、研究者だけでなく政治家や官僚もいま一度現場に足を運び自
問すべきだ。

■歩みを止めない経営者
それほど、中小企業支援に対する経営者の目は厳しい。現に「公的資金による
費用対効果のある企業支援ができないのであれば、法人税を大幅に引き下げ、支
援策をあえてなくすことも一手である」というようなことを言う中小企業経営者
もいらっしゃる。少々極端ではあるが、この意見には私もうなずけるところがあ
る。なぜなら、本来の経営者は機と利に敏く、サポートなど必要としない猛者で
あるからだ。自ら習得することをいとわず、必要とあれば費用をかけて行うリス
クリターンを心得ている。支援策があふれているこの現状は、ある意味経営者を
小馬鹿にしているのではないかと思うほどなのだ。
ましてや高度経済成長期からバブル崩壊、近年のリーマンショックや新興国の
台頭といったさまざまな壁に直面してきた中小企業は、辛酸を嘗めつくしてきた
分、それを乗り越える術を熟知している。信州の片田舎でさえも、
“日本一の技
術を極めれば、世界から仕事が舞い込んでくる、絶対に負けることはない”とい
う手応えを感じ始めている企業経営者が増えている。例えば、プラスチック、ゴ
ム等の切削加工を得意とする太陽ゴム工材株式会社（上田市御嶽堂）
。現在、従
業員は 30 人弱で、
「あと数人、技術者が育てば、軟素材の加工分野で世界一と
なれる」と堂々と宣言する。大手加工機メーカーである株式会社森精機製作所主
催の切削加工のコンテストをはじめ各種の賞に輝いており、海外向けの仕事も増
えてきている。太陽ゴム工材は、経済産業省が 2007 年から 3 年間、毎年紹介
した「明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業 300 社」には含まれないが、
地域にはこのような企業が多数存在するのだ。そして、
“世界一になるために若
手職人の育成や支援者、研究者の拡充が不可欠”と真摯（しんし）に取り組んで
いるのだ。そこに悲壮感はなく好況感への期待も大きいことから、大手企業が採
用を減らす中、中小企業は、大卒を含む若い人が採用しやすくなり、次第に集ま
り始めている。
大手企業も外国勢に押され、日本経済全体が元気のないように見える裏側で、
中小企業は着々と人づくりを推し進め、
復活への糸口を見つけ出そうとしている。
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体力が乏しい中小企業はスピードが命。歩みを止めない経営者にとって、小手先
の政策がどれほど有効だろうか。付焼刃で増設を繰り返すのではなく、もっと現
場感を持った施策の整備を切に望むところだ。

■中小企業支援施策における現場の実情
さて、今年初めに出された 2012 年度補正予算案の中に関心の高い施策がある。
それは、緊急経済対策の３重点分野の一つである「成長による富の創出（民間投
資の喚起、中小企業・小規模事業者対策等）
」として、経済産業省が町工場の試
作開発・設備投資費用を一部補助することを目的に盛り込んだ「ものづくり中小
企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」制度だ。これまで、各地方自治体が
独自で行っている事業資金の低利の融資斡旋制度（制度融資）など弱者救済的で
あった中小企業・小規模事業者向けの施策を一転し、成長による富の創出を中小
企業・小規模事業者に期待するということである。現場の支援者にとっては衝撃
的なことである。痛くない注射針を開発した岡野工業株式会社などを参考にすれ
ば、町工場にとってこの制度は有効な施策となりうる。しかし、町工場の規模に
対して費用対効果の高い事業とするには、現場の状況に照らし合わせ改めて整理
しなくてはならない部分があるだろう。
まずは、中小企業・小規模事業者向けの施策は、その末端まで支援を行き届か
せるのが難しく、毛細血管的な役割をどこが果たせるかが問題だ。後述するが、
そのあたりが弱くなっているのが地域の実情だ。
二つ目は、支援を受けるための申請書の作成である。何をどう区別して書くの
か一見では分かりにくいうえ、様式を埋めるのにはコツやテクニックが必要で、
技術の内容や事業の強みだけでは勝負できないもどかしさがある。次に、補助金
の適正支出、
会計監査などに対応できるかどうかといった体制の問題。
企業によっ
ては新たに事業を監督する人材を配さなければいけなくなる場合もあるだろう。
さらには、補助金を受け取るまでの期間に、立て替え金を用意する力があるかど
うかも懸念されるところだ。
また、採択を受ける側として、審査の過程についても募る思いがある。その技
術が将来的に当たるのか否か、あるいは、その産学の組み合わせが「事業化」と
いう成果を生み出せるのかどうかを判断するのはかなり難しいだろう。今回の施
策は１千万円規模の助成を 9,500 件も採択する大規模事業でありながら、審査
期間は数週間と短い。だからこそ、審査員は責任を持って審査に臨んでほしい。
政策実行の際にはこうした細部の不安を一つ一つ解消する手立てについても講
じていただくことを期待する。

■転換を迫られる中小企業支援
変わらなければならないのは、支援現場も然り。
これまでの地方における中小企業支援は、制度融資が主体であった。研究開発
支援、事業化支援といったきめ細やかな支援が必要とされるようになったのは最
近のことである。変化に伴い支援機関と企業との関係はより密なものとなった。
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支援機関もここで進化を遂げればよかったのだが、多くは対応を間違った。長く
現場に籍を置き、経営者との信頼関係を構築するだけの人材の必要性に気付けな
かったのである。結果として、人事異動のたびに担当者が代わり、一から話を始
めなければいけない関係に業を煮やした経営者たちは支援機関と距離を置いてし
まった。支援機関が古いスキームのままでいいのか。今ここで支援人材を育てる
ことをしなければ、すべてが空回りになってしまう。
私自身は幸いにして二十代半ばの若い時分から 16 年間、一貫して中小企業支
援に携わってくることができた。振り返ると支援者として、経営者の方々に育て
ていただいたようなものだ。しかし、異動、異動で相手がすぐに変わってしまっ
ては、経営者も本気で支援者を育ててはくれない。支援する人間をも育ててくれ
る経営者との関係をいま一度、見直すべきである。
支援機関の仕事を例えて言うなら、われわれは水を飲める場所を探して経営者
たちを案内する牛引きのようなものだ。嗅覚に優れた経営者に対してすべきこと
は、それが毒水か良い水かを判断することではなく、とにかくたくさんの水飲み
場を見つけることである。ましてや支援機関には、水の良し悪しを判断する力も
なければ、企業側もそれを期待してはいない。それにもかかわらず、今は支援機
関が水を選りわけているきらいがある。地域の企業を強く、より活性化すること
を望むのならば、より多くの水、すなわち情報と、より多くの場を探しだし、そ
の門戸を開放することこそが支援機関の使命とも言えよう。
大小や質は関係ない。
飲むか飲まないかは経営者が決める。飲み方の手順など、
なおさら必要ないのだ。
後編ではこうした思いを受け、より具体的な取り組みを述べていきたい。
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イベント
レポート

Japan Venture Awards 2013

経済産業大臣賞に
ICT 活用ものづくりの井口一世氏

創業やベンチャーを志す人々のモデルとなる優れた起業家を表彰する中小企業基
盤整備機構の「Japan Venture Awards」。2013年の経済産業大臣賞は、ICT
を活用し高精度な部品をローコストで提供する「株式会社井口一世」代表取締役
の井口一世氏が受賞した。

新しい市場の開拓に挑戦する志の高いベンチャー企業経営者を表彰する
「Japan Venture Awards 2013」
（独立行政法人中小企業基盤整備機構 = 中小
機構主催）の表彰式が 2 月 20 日、東京・港区の六本木ヒルズで行われた。同表
彰式は、中小機構の創業啓発・促進イベント「ベンチャー SPIRITS 2013 in 東京」
の中で行われた（写真１）。
大賞である経済産業大臣賞を受賞した
のは、2001 年設立の
「株式会社井口一世」
の代表取締役井口一世氏。キーワードは
「塑性加工の常識を変える ICT 活用もの
づくり」。従来、板金加工の職人の腕に頼っ
ていた製造方法を、情報技術をフル活用
することで標準化し、高精度・高品質な
部品をローコストで提供することを可能に
した。塑性加工・機械加工の常識を変え
た金型レス・切削レスの加工技術が特徴
で、その革新性が高く評価された。

写真１

Japan Venture Awards 2013 の受賞者たち

■中小企業庁長官賞に朴栄光氏と三原邦彦氏
中小企業庁長官賞には、心拍動下冠動脈バイパス手術訓練用シミュレータを開
発・製造・販売する早稲田大学発ベンチャー企業・イービーエム株式会社の代表
取締役社長朴栄光氏と、主婦に特化した人材サービスなどを手掛ける株式会社
ビー・スタイルの代表取締役社長三原邦彦氏が選ばれた。
朴氏が起業したイービーエムは心臓が動いたままで冠動脈を縫う OPCAB と
いう手術のトレーニングシミュレータと、人間の血管の感触を定量化し、極めて
本物に近づけた血管モデルが主要な製品である。国内では 120 施設に納入、
米国、
ドイツ、中国などでも販売している。血流解析という技術を用いて、冠動脈バイ
パス手術の出来栄えを評価するサービスも展開している。
「世界で唯一、バイパ
ス手術の技術評価を可能にしたトレーニングシミュレータの開発は、心臓外科医
の技術習得に大きく貢献。早稲田大学との連携など、大学発ベンチャーのロール
モデルとしても示唆に富む。バイパス手術訓練カリキュラムの国際標準化を目指
す国際性と将来性も評価できる」ことが受賞の理由だ。
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■発達障害者の就労支援も
全国で初めて発達障害者に特化した就労支援をビジネスにしている株式会社
Kaien の代表取締役鈴木慶太氏（ソーシャルアントレプレナー特別賞）や、全
国約 3 万 3,000 人の弁護士の約 6 人に 1 人が登録する日本初・日本最大級の法
律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」を運営するオーセンスグループ株式
会社の代表取締役社長元榮太一郎氏（ニュービジネスモデル特別賞）ら、斬新な
発想で社会的課題に果敢に挑戦する起業家も多い。オーセンスグループの元榮氏
は自身が弁護士で、「市民、企業にとって法律、弁護士が身近で、便利なものに
したい」と語っている。
その他の賞の受賞者は表１の通りである。


（本誌編集部）
表１

受賞名

企業名

Japan Venture Awards 2013 受賞者一覧

代表者

所在地

受賞理由

株式会社井口一世

代表取締役
井口 一世 氏

埼玉県

高精度・高品質な部品をローコストで提供することを可能と
し、塑性加工・機械加工の常識を変えた金型レス・切削レス
加工技術の革新性。

イービーエム株式会社

代表取締役社長
朴 栄光 氏

東京都

世界で唯一、バイパス手術の技術評価を可能にしたトレーニ
ングシミュレータの開発は、心臓外科医の技術習熟に大きく
貢献。

株式会社ビー・スタイル

代表取締役社長
三原 邦彦 氏

東京都

女性の多様な価値観に合った『働き方』を商品化し、制約条件
が多く、マッチングの手間がかかる主婦層の雇用を創造した。

出萌株式会社

代表取締役
岩橋 孝行 氏

福岡県

従来難しいとされてきた水耕栽培法を確立し、健康志向食材
として栄養価が高く、低カロリーなピーナッツもやしの量産
化に初めて成功した。

株式会社レアジョブ

代表取締役社長
CEO
加藤 智久 氏

東京都

低価格・高品質なオンライン英会話ビジネスを急成長させ、
日本人の語学力向上とフィリピンでの雇用活性化に貢献して
いる。

株式会社新領域技術研究所

取締役会長
武田 常広 氏

千葉県

世界で初めてヘリウム循環装置を開発し、実用化に成功した
革新性。

株式会社
ラポールヘア・グループ

代表取締役
早瀬 渉 氏

宮城県

被災地で復興支援美容室を展開し、被災した美容師の雇用促
進に貢献。ライフスタイルに合わせた環境を整備するととも
に、個人事業主として業務委託を行い自活の支援を行う。

ＪＶＡ審査委員会
委員長賞

株式会社ティーケーピー

代表取締役社長
河野 貴輝 氏

東京都

遊休不動産に着目し、貸会議室事業をいち早く展開。オプショ
ンメニューが豊富な高付加価値のサービスをワンストップで
提供して業界 No.1 を走る成長性と、米国やアジア各地への
グローバル展開を図る国際性。

高齢者雇用支援特別賞

株式会社高齢社

代表取締役会長
上田 研二 氏

東京都

定年を迎えても働く意欲のある高齢者に“働く場”と“生き
がい”を提供している。

ソーシャルアントレプレナー
株式会社 Kaien
特別賞

代表取締役
鈴木 慶太 氏

東京都

全国で初めて発達障害者に特化した就労支援を、民間ビジネ
スとして成功させている。

技術イノベート特別賞

株式会社コンタクト

代表取締役
田島 敏行 氏

ニュービジネスモデル
特別賞

オーセンスグループ
株式会社

代表取締役社長
弁護士
元榮 太一郎 氏

東京都

全国で約 3 万 3,000 人の弁護士のうち、約 6 人に 1 人が登
録する日本初・日本最大級の法律相談ポータルサイトを開発
し、身近な法律相談を可能にしたビジネスモデル。

先端医療技術特別賞

テラ株式会社

代表取締役社長
社長執行役員
矢﨑 雄一郎 氏

東京都

高品質な樹状細胞の培養技術と人工のがん抗原『WT1 ペプ
チド』を用いて、がん細胞のみを攻撃する「樹状細胞ワクチ
ン療法」を確立した技術力。

地盤ネット株式会社

代表取締役
山本 強 氏

東京都

業界で初めて地盤解析を専門的に行うビジネスを展開。地盤
改良工事を行わない地盤解析専門会社として第三者的立場か
ら公平な地盤解析を行い、またその高い解析技術力により、
業者による過剰な地盤改良工事を防ぐことに貢献する。

経済産業大臣賞

中小企業庁長官賞

中小機構理事長賞

東日本大震災復興賞

住生活貢献特別賞
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神奈川県 染（分子レベルでの汚染）を、全自動で洗浄・乾燥する世界
最高水準の装置を開発した技術力。
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「産学官連携ジャーナル」アーカイブ

ベンチャー、起業の動向を紹介

「産学官連携ジャーナル」は大学発ベンチャーの取り組みを紹介するほか、ベンチャーや
起業の動向に関する各種調査も紹介しています。自治体の取り組みや、研究成果の実用化に
積極的で学生に起業を勧めている研究者も取り上げています。
小誌のホームページでは、
「ベンチャー・起業」のほか、
「共同研究・開発・事業化」
「知的財産」
「人材育成」などのテーマで記事を検索できます。トップページの「テーマ別に記事を読む」
からお入りください。
（編集長：登坂和洋）

調査から分かる
●バイオベンチャー（医薬関連製造業）は ①事業化までの期間が長く、高額な研究開
発費の調達が特に大きな課題 ②株式公開や海外進出を目指す企業、あるいは達成した

企業が特に多い、という特殊な事情がある。このため、ライフ・イノベーションを推進
するにあたっては、バイオベンチャーに対して長期間にわたる多額の資金的支援や海外

進出の強化等の支援が求められる。（2011 年 8 月号、大学等発ベンチャー調査 2010
バイオベンチャーの特殊性踏まえた支援必要）

●大学等発ベンチャーの経営者は自らのベンチャーへの関与をキャリア形成の面で肯定
的に捉えていること、20 代、30 代の若手を雇用するベンチャーが多く、研究開発では
30 代が最も戦力となっていること、研究開発に関連する業務では、大学等での研究経
験だけでなく企業での職務経験があることを重視していることも分かった。今後、研究
開発での増員を予定するベンチャーも多いことから、インターンシップ等による企業で
の職務経験を身に付けることにより、若手研究者がベンチャーで活躍できる可能性も広
がっている。（2012 年 6 月号、藤田健一氏、大学等発ベンチャー調査 2011

企業

出身の経営者が増加）

● JST 発ベンチャーの海外進出や海外企業との連携について調査した。海外進出・海
外企業との連携を実施、予定もしくは希望していると回答した企業は 80%に上る。し
かしながら、実際に海外進出・海外企業との連携を実施しているのは全体の 23%しか
ない。多くは予定もしくは希望の域にとどまっている。海外進出・海外企業との連携の
主たる目的は市場開拓であった。（2012 年 7 月号、加藤豪氏、厳しい状況の中で海
外市場に目を向ける JST 発ベンチャー －平成 23 年度調査－）
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起業の魅力
●講義（理系学生を対象にしたマネジメント教育）を始めたら、面白いですね。学生た
ちの意識が変わってきて「先生、会社つくりたい」と言い始めた。私の周りでぱらぱら

とでき始めたわけですね。10 年後の平成 17 年 3 月の時点で、学生が起こした会社が
32 ありました。当時、本学の学生数は大学院を合わせ 6,319 人で、その企業数を学生

数で除した“起業率”は 0.506％で、国内の大学では 1 位でした。
（2009 年 12 月号、
山川烈氏、特集『日本初―2 つの物語』理系初のマネジメント教育 誕生秘話－起業率
日本一への道－）
●研究っていうのは、われわれのこのベンチャーにしてもいろいろステージがあるんで
すよ。今は一番初めのステージで、
そういう技術（小麦胚芽無細胞タンパク質合成技術）
を確立して、小さなビジネス。その次は、いろんな分野の研究者と共同研究。それは別
にそこへ研究の場を移す必要はない。次のアプリケーション、テーラーメイドの医療に
向かったりとか、
新規酵素、
産業用の酵素を開発するとか、
いろんな道があると思います。

（2008 年 9 月号、遠藤弥重太氏、特集『ベンチャーの法則』応用研究への夢と事業
化の責務）
●三鷹市では、この 12 年間に約 250 社の SOHO（Small Office Home Office）が

巣立っている。そのほとんどは１人で起業し、１人で事業を経営し、初年度から黒字で、
１社もつぶれていない。
（2010 年 8 月号、前田隆正氏、連載『会社を辞めたら社長に
なろう』第１回

株式会社まちづくり三鷹の SOHO 起業のノウハウ）

ベンチャーを育てる
●このような（ライフサイエンス分野における）研究機能や産業集積を有する本県にお
いては、例えば大学、研究機関における基礎的な研究活動の推進から、バイオベンチャー
による新薬開発等のチャレンジ、バイオベンチャーと医薬関連大手企業との共同開発や
業務提携等による事業化の促進など、連携強化を図ることで、新たなバイオ技術・産業
の創出、医薬関連企業への経済的波及など、ライフサイエンス分野における高いポテン
シャルを有している。
（2012 年 1月号、
神奈川県商工労働局産業部産業活性課、
特集
『ベ
ンチャーをいかに育てるか

―神奈川・バイオ産業に探る―』バイオベンチャー支援「神

奈川モデル」）
●セールスレップとは、技術力は高くても販売力の弱い中小企業、ベンチャー企業を対
象に、その販売活動を代行する職種および人のことである。日本セールスレップ協会は
日本におけるセールスレップの普及と地位向上を目的に 2004 年に設立され、資格認定
を行っている。
われわれは現在、
さまざまな形でベンチャー企業等の事業化支援に携わっ
ている。その 1 つが、各地の行政・公的支援機関と取り組む「公的販路コーディネー

ト支援事業」である。
（2008 年 12 月号、小塩稲之氏、大学発ベンチャーのデスバレー
越えに向けた提言を目指して

～セールスレップ人材育成活動、製品評価モデル普及啓

蒙活動を通じて～）

38

産学官３月号.indb

Vol.9 No.3 2013

38

2013/03/13

15:03:54

視

点

イノベーションなくして復興もなし

100 年企業に学ぶ

★安倍内閣の打ち出す財政政策、金融政策、

★今年の 1 月号でジャーナルがめでたく創刊

成長戦略、いわゆる『3 本の矢』に対する期
待から株式市場が上昇している。これを期待
に終わらせず、日本の経済を本格的な成長軌
道に乗せるためには、成長戦略が最重要課題
である。成長のエンジンはイノベーションで
あり、イノベーションなくしてわが国の成長
はない。これは被災地でも同じである。
「イ
ノベーションなくして復興もなし」である。
JST 復興促進センターが盛岡、仙台、郡山に
設置されてから１年がたとうとしている。被
災地の企業は大いに期待している。

100 号を迎えたことから、100 年企業を連想
した。2012 年の東京商工リサーチの調査に
よると、全国で創業 100 年を超えた企業は 2
万 7,441 社、その多くは中小零細の酒造、旅
館、服地小売などであるが、上場企業が 469
社（1.7％）もあり、これは世界でも珍しい長寿
企業の数である。
あるセミナーで、長寿企業のキッコーマン、出
光興産、神戸製鋼所の経営者から話を伺う機会
を得たが、共通点として「社会との共存」「顧
客はもちろん従業員重視（現場重視）
」「変化を
善とする感覚」 の 3 つが印象に残っている。こ

西山 英作 社団法人 東北経済連合会 産業経済グループ
部長／東経連ビジネスセンター 副センター長

れらの姿勢は、今後も日本モデルになると考える。
  藤川 昇 独立行政法人 科学技術振興機構 産学連携展開部
産学連携グループ 産学連携アドバイザー

編

集

後

記

確かな希望の光を

闘病している人にとって大切なのは希望の光だという。あと 1 カ月頑張れば

退院できますよとか、あと 2 カ月で回復しますよ、などと医師から言われれば
頑張れる。ところが、いつ治るか分からない、退院の見通しが立たないといっ
た状況が続くと、燃え尽きてしまうことが少なくないという。大惨事からの復
旧、復興もこれと同じだろう。東日本大震災から 2 年。被災地の人々、とりわ
け放射線に汚染された地域から避難している福島県の人々にはまだ厳しい闘い
の日々が続いている。復興のスケジュールがより明確になり、確かな希望の光
が差すことを願わずにはいられない。
特集では、大学の研究者が企業や自治体などと連携して被災地の産業復興を
支援するプロジェクトを取り上げた。こうした動きは各地の大学に見られ、被
災地の雇用創出など明確な目標を持っているものもある。大学の研究成果を活
用する新しい産学官連携モデルの誕生を予感させる。
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